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[競技方法]
1.JTAルールによるセルフジャッジトーナメント
2.各試合は、決勝まですべて1セットマッチ(6-6後、7ポイントタイブレーク)、
　ノーアドバンテージ方式
3.試合前のウォーミングアップは、サービス4本のみです。
4.試合の勝者は、直ちにスコアを本部に届けてください。

[使用球]
ブリヂストンXT-8　2球(敗者持ち帰り)
※小学生低学年はグリーンボールを使用します。

[注意事項]
1.時間厳守。受付時刻(出席受付締め切り時刻表参照)までに、テニスのできる服装に着替えて
　本人が本部に出席を届けてください。遅刻は棄権とみなします。
2.服装はJTAルールに基づいたものを着用してください。
　ウォームアップの着用を認めます。色の規制はありません。ロゴの規制がありますので、
　注意してください。
3.選手及び大会の役員以外はコートへの立入を禁止します。
4.競技中の選手へのアドバイス・ジャッジへの介入は、ルール違反です。
　そのような行為が認められた場合は、その選手を失格とします。

[マナー]
会場を提供していただいた施設の方に迷惑をかけないようにしましょう。
会場のゴミの処理は各自で責任を持ってください。(ゴミは必ず持ち帰りましょう)

[傷害]
試合中に発生した傷害について、応急処置はしますが、それ以降の責任は負いません。

[その他]
1.天候・試合の進行状況などの事情により変更がある場合があります。本部の指示に
　従ってください。
2.悪天候時における当日の試合の有無については、各自直接試合会場にて確認してください。
　電話による問い合わせは一切受け付けません。延期等は会場にその旨を掲示します。

[連絡先]
渡辺 淳司 Tel:090-3951-5295

第7回各務原オープンジュニアテニストーナメント



中学・高校生男子 中学・高校生女子 小学生男子 小学生女子 小学生低学年男子 小学生低学年女子

7:50
1R  2～67
2R  4～17

8:20 2R  21～48

8:45
2R  1,18,
51～68

9:30 以降Finalまで
1R  2～33
2R  4～13

10:00 2R  14～32

10:30 2R  1,34 1R  1～16

11:00 以降Finalまで 1R  17～32

11:30 1R  2～19 以降Finalまで 1R  2～19

12:00 2R  1～20 2R  1～20 1R  1～16

12:30 以降Finalまで 以降Finalまで 以降Finalまで

駐車場が十分ありませんので、乗り合わせてお越し下さい。
道路への駐車は違法となります。

[ 出 席 受 付 締 切 時 刻 表 ]
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中学・高校男子シングルス

1R 2R 3R 4R QFSF SF QF4R 3R 2R 1R

第7回各務原オープンジュニアテニストーナメント

34 加藤 諒一 (岐阜インターナショナルTC) 松島 昇吾 (岐阜西テニスクラブ) 68

33 山田 凌士 (ハローズ岐阜) (岐阜高専) 67

32 浅井 亮大 (岐阜高専)

岡本 竣樹

(ミニッツ岐阜) 66青木 宏都

31 伊縫旺真 (ハローズ岐阜) 舟橋 健太 65

30 村木 昇太 (ニックインドアテニスカレッジ) 宮園 晃平

(木曽川ローンテニスクラブ)

64

29 澤田 佳典 (フェスタTC) 児玉 慶太

(フェスタTC)

63

28 杉原 健太 (各務原高校) 田辺 太志

(ハローズ岐阜)

62

27 山本 高輔 (NASTA) 横山 裕一

(MAMOクラブ)

61

26 山田 直輝 (アイエヌオー) 岩田 鉄平

(各務原高校)

60(岐阜高専)

25 小田 瞭我 (ニッケテニスドーム岐阜) 安田 盟将 (松原庭球倶楽部) 59

24 三島 力也 (各務原高校) 岸 洸汰 58(アイエヌオー)

23 乙部 将志 (ハローズ岐阜) 門田 匡平 (南山国際中学校) 57

22 石田 涼 (ミニッツ岐阜) 奥村 亮 (フェスタTC) 56

(各務原高校)

52(関スポーツ塾T)

21 村上 颯太 (岐阜高専) 原 希弥 (岐阜高専) 55

20 吉田 一貴 (各務原高校) 篠田 真志

Final
17 林 凌生 (岐阜西テニスクラブ) 奥村 慶

(TA-NOBU)

51

54

16 河野 聖太郎 (ミニッツ岐阜) 塚本 雄太 (岐阜北高校) 50

(岐阜インターナショナルTC)

19 小坂 俊一 (フェスタTC) 青木 佑斗 53

18 島袋 凌 (HIDE TA) 辻 弘昭

15 稲本 皓己 (岐阜北高校) 中川　雄斗 (ウィル瀬戸) 49

14 金沢 直也 (各務原高校) 白木 裕之 (フリー) 48

13 西倉 大真 (フェスタTC) 藤井 康平 (各務原高校) 47

12 門田 拓真 (南山国際中学校) 鹿島 賄斗 (フェスタTC) 46

吉田 将宗

7 河口 拓海 (木曽川ローンテニスクラブ) 中島 健登 (各務原高校) 41

11 金子 陸翔 (ハローズ岐阜) 番 俊貴 (TA-NOBU) 45

10 井田 貫太 (ミニッツ岐阜) 鈴木 康平 (ニックインドアテニスカレッジ)

橋本 壮平

松岡 大樹 (岐阜西テニスクラブ)

44

9 森田 貴太 (NASTA) 廣瀬 雄基 (アイエヌオー) 43

35

2

(松原庭球倶楽部)

3 村木 太一 (ニックインドアテニスカレッジ)

8 大野 開世 (岐阜高専) 山本 泰暉 (三和テニススクール) 42

40

1

(ミニッツ岐阜)

(TA-NOBU) 田中 大樹 (岐阜北高校) 36

5 藤澤 友哉 (フェスタTC)

6 清水 皓貴 (各務原高校) 池田 真大 (S.J.C)

長谷川 真琴

38

笠井 道成 (各務原高校) 37

山田 瑞貴 (ニッケテニスドーム岐阜) 39

4 國枝 尭央 (ハローズ岐阜)



中学・高校女子シングルス

1R 2R QR SF SF QR 2R 1R

小学生低学年男子シングルス

1R 2R QR SF SF QR 2R 1R

近藤 陽太

吉田 圭佑

纐纈 晟留

(岐阜西テニスクラブ)

緒方 遙平

ストゥーラ・ルーク

今尾 陽哉

加納 弥輝

川瀬 遼星

桃山 晃

関野 洸貴

三宅 凌平 (TEAM KOMADA)

Final

後藤 希生 (アイエヌオー)
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12

13

14

15

16

17

18

19

(岐阜インターナショナルTC)

(ミニッツ岐阜)

(松原庭球倶楽部)

(岐阜インターナショナルTC)

(ウィル瀬戸)

(関スポーツ塾T)

(TA-NOBU)

1 林 幸佑 (NASTA) 海野 創平 (S.J.C) 11

20

20

岩原 楽

丹羽 駿介

下鍋 蓮

小川 拳斗

間宮 友稀座馬 陸

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(HIDE TA)

(松原庭球倶楽部)

(ミニッツ岐阜)

(TA-NOBU)

(TA-NOBU)

(岐阜インターナショナルTC)

(岐阜インターナショナルTC)

(松原庭球倶楽部)

10 山内 香奈 嵐 菜結 (岐阜西テニスクラブ)(松原庭球倶楽部)

8 堀 瑞希

伊藤 佳音 (アイエヌオー)

18

7 窪田 結衣

6 間宮 由莉

増永 弥優 (S.A.S.C) 17

9 若山 菜々子

足立 悠希 (チームウェルネス)

19

(レイクTA)

(S.A.S.C)

(ミニッツ岐阜)

(チームウェルネス)

(レイクTA) 鬼頭 愛梨 (三和テニススクール) 14

5 柴山 優月

吉田 果林 (チームウェルネス)

岸 日菜乃 (松原庭球倶楽部) 15
Final

(フェスタTC)

16

4 大塚 優香

13

11

2 平光 由依 (フェスタTC) 野村 友美 (ミニッツ岐阜) 12

(HIDE TA)

3 井坂 琴々 (ミニッツ岐阜) 有鹿 愛桜 (岐阜西テニスクラブ)

1 野村 月乃 (岐阜西テニスクラブ) 蛸井 涼華



小学生男子シングルス

1R 2R 3R QF SF SF QF 3R 2R 1R

34

16 山口 智哉 (HIDE TA) 杉浦 嵩琉 (ハローズ岐阜) 33

15 高井 脩平 (アイエヌオー) 海野 晃成 (S.J.C) 32

17 岩田 幸太郎 (長良川ＬＴＣ) 長岡 錬 (伊賀TA)

31

13 間宮 浩輝 (TA-NOBU) 山田 雅貴 (TA-NOBU) 30

12 中村 航大 (アイエヌオー) 29林 明利 (岐阜インターナショナルTC)

14 伊藤 俊太朗 (TA-NOBU) 岩間 治樹 (アイエヌオー)

10

平田 昴大 (松原庭球倶楽部)

河合 章太郎 (岐阜インターナショナルTC) 27

9 松本 晃明 (NASTA) 葛西 辰哉 (アイエヌオー) 26Final

11 前刀 奏斗 (S.J.C) 28

橋本 洸矢 (三重GTC)

8 高木 康生 (アイエヌオー) 佐野 仁哉 (S.A.S.C) 25

7 青木 聡樹郎 (三和テニススクール) 佐藤 光 (TA-NOBU) 24

6 浅井 暢斗 (岐阜西テニスクラブ) 柴山 稜汰 (岐阜西テニスクラブ) 23

5 桑原 悠輔 (TA-NOBU) 井道 幹太

(TA-NOBU)

22(アイエヌオー)

4 奥田 利貴 (S.J.C) 長尾 俊希 21

3 河合 晨太郎 (岐阜インターナショナルTC) 市川 剣都 (ウィル瀬戸) 20

2 水野 拓海 (TA-NOBU) 太田 響喜 (テニスラウンジ) 19
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1 座馬 大 (HIDE TA) 樋口 貴大 (岐阜インターナショナルTC) 18



小学生女子シングルス

1R 2R QF SF SF QF 2R 1R

16 関谷 花 (岐阜西テニスクラブ) 浅野 美咲 (岐阜西テニスクラブ) 32

15 近藤 希実 (岐阜インターナショナルTC) 河合 留奈 (三和テニススクール) 31

14 小林 ケイ (MAMOクラブ) 近藤 春奈 (松原庭球倶楽部) 30

13 中村 聡美 (ミニッツ岐阜) 河野 日和 (TA-NOBU) 29

12 足立 莉子 (チームウェルネス) 小谷 奈央 (S.J.C) 28

26

11 向山 実来 (S.J.C) 成田 愛結菜 (諸の木TC) 27

10 若松 万葉 (チェリーTC) 傍島 さくら (アイエヌオー)

9 福田 愛 (松原庭球倶楽部) 兼山 栞凛 (郡上市テニス協会) 25

8 後藤 舞幸 (アイエヌオー) 藤村 香文 (岐阜インターナショナルTC) 24
Final

7 松尾 希依 (レイクTA) 成田 玲音奈 (諸の木TC) 23

6 小野木 萌香 (三和テニススクール) 深尾 梨未 (ミニッツ岐阜) 22

5 有鹿 桃 (岐阜西テニスクラブ) 高橋 結望 (アイエヌオー) 21

4 井田 響夏 (ミニッツ岐阜) 間宮 万結 (レイクTA) 20
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1 宗宮 彩 (松原庭球倶楽部) 松島 かなみ (岐阜西テニスクラブ) 17

3 小谷 莉央 (S.J.C) 岸 千桜 (松原庭球倶楽部) 19

2 尾関 菜々子 (岐阜インターナショナルTC) 古田 楓 (S.J.C) 18



小学生低学年女子シングルス

1R 2R QF SF SF QF 2R 1R

2 福田 蒼 (松原庭球倶楽部) 10

第7回各務原オープンジュニアテニストーナメント

1 三島 梨央佳 (ミニッツ岐阜) 9若松 茉耶 (チェリーTC)

小野木 笑花 (S.J.C)

4 江崎 茉那 (アイエヌオー) 12

3 岡田 和奏 (ミニッツ岐阜) 山内 結羽 (松原庭球倶楽部) 11

國井 彩名 (岐阜西テニスクラブ)

6 三輪 愛佳 (木曽川ローンテニスクラブ) 村山 瑚都 (関スポーツ塾T) 14

5 長瀬 愛花 (三和テニススクール) 13

8 久世 一姫 (S.J.C) 16

7 深尾 初音 (ミニッツ岐阜) 15

宗宮 遥 (松原庭球倶楽部)

纐纈 玲己 (岐阜西テニスクラブ)

國枝 梨沙 (三和テニススクール)

Final



 小学生男子シングルス
堀 秦也

(岐阜西テニスクラブ)

 小学生女子シングルス
舟渡 織姫

(MAMOクラブ)

 中学・高校生男子シングルス

 中学・高校生女子シングルス

渡辺 安美
(ミズノTC)

 中学・高校生女子シングルス

鹿島 弥生
(Team Rising Sun)

 中学・高校生男子シングルス

上村 俊介
(NSTA)

 中学・高校生女子シングルス

吉田 みなみ
(岐阜西テニスクラブ)

池原 宥飛
(チームウェルネス)

 中学・高校生男子シングルス

伊逹 佳佑
(HIDE TA)

 中学・高校生女子シングルス

伊達 摩紘
(HIDE TA)

 小学生女子シングルス
小島 未央名
(木曽川LTC)

 中学・高校生男子シングルス

堀 秦也
(岐阜西テニスクラブ)

 中学・高校生女子シングルス

三井 葉月
(IWAMOTO Indoor Tennis)

 小学生男子シングルス
井平　陽大
(三和TS)

 小学生女子シングルス
伊達 摩紘
(HIDE TA)

 中学・高校生男子シングルス

渡部 友斗
(旭ヶ丘TC)

2013年　第6回大会　優勝者

 小学生女子シングルス
伊藤 さつき

(チェリーテニスクラブ)

2008年　第1回大会　優勝者

2009年　第2回大会　優勝者

2010年　第3回大会　優勝者

2011年　第4回大会　優勝者

2012年　第5回大会　優勝者

三井 葉月
(IWAMOTO)

 小学生女子シングルス

石榑 元晴
(三和テニススクール)

 小学生男子シングルス

武藤 元希
(三和TC)

 小学生男子シングルス

堀 秦也
(岐阜西テニスクラブ)

 小学生男子シングルス

伊藤さつき
(チェリーTC)

井川 直哉
(岐阜西テニスクラ

ブ)

小学生低学年女子
シングルス

日野 和佳子
(ミズノTC)

林 幸佑
(NASTA)

日野 有貴子
(ミズノTC)

島袋 凌
(HIDE TA)

中学・高校生男子
シングルス

中学・高校生女子
シングルス

小学生男子
シングルス

小学生女子
シングルス

小学生低学年男子
シングルス

2014年　第7回大会　優勝者

中学・高校生男子
シングルス

中学・高校生女子
シングルス

小学生男子
シングルス

小学生女子
シングルス

小学生低学年男子
シングルス

小学生低学年女子
シングルス
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